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Children in the Summer
夏のヒルズにはたくさんの不思議が いっぱい！さあ、街の中へ探しに行こう
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今回対談していただいたおふたり

Tsunekazu Ishihara
対談

株式会社ポケモン

石原恒和 さん

石原恒和 さん

NPO 法人 CANVAS

株 式 会 社ポケモン 代 表 取 締役社長

石戸奈々子 さん

筑波大学大学院芸術研究科修了。ポケモンの
原点となったゲーム『ポケットモンスター

街へ出よう。
たくさんの不思議を
探しに行こう。

赤・緑』を始め、ポケモンソフト全作品のプ
ロデュース、ポケモン全体のブランドマネジ
メントを手掛ける

www.pokemon.co.jp

Nanako Ishido
石戸奈々子 さん

NPO 法人CANVAS 理事長

東大工学部を卒業後、MIT メディアラボ客員
研究員を経て、こども向け創造・表現活動を
推進する NPO「CANVAS」を設立。著書に
『こどもの創造力スイッチ』
『デジタル教育宣
言』他多数

スマホ向けゲーム『Pokémon GO』
を開発中の石原恒和さんと、キッズ・
コミュニティ「BASE」をアークヒ
ルズで運営する石戸奈々子さんに、
子どもたちにとっての 街と学 び を
めぐってお話しいただきました。

Pokémon GO

Google I/O 2016

歩いてポケモンを探そう！
現実とゲームがつながる未来

Googleとポケモンが
プログラミング講座開催

今夏リリースが予定されている
待望のスマホアプリ。位置情報
を活用することにより、現実世
界そのものを舞台として、ポケ
モンを探したり捕まえたり、バ

illustration P1-9, 11_Yutaka Nakagaki
text_Sawako Akune

canvas.ws

トルを楽しむことができます。
©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
©2016 Niantic, Inc.

ARK HILLS
KIDS COMMUNITY BASE

Google 最 大 の テ ク ノ ロ ジ ー
カンファレンス「Google I/O

遊びと学びのヒミツ基地へ
みんな集まれ！

2016」（サンフランシスコ）に

子どもと大人の未来へ BASE
（基

にポケモンをデザインし、実際

て、子ども向けのワークショッ
プが展開されました。思い思い

礎・土台）を育むコミュニティ

に動きを覚えさせるなど、イマ

をつくり、いつも訪れたくなる

ジネーションを膨らませました。

BASE（基地）となることを目
指して活動が展開されています。

CHILDREN IN THE SUMMER

石戸奈々子

石原さんにお聞きしたいと思って

でしたから、巨大な怪獣ではなくとも、自分た

いたことがたくさんあるので、本日はこのよう

ちのペットにできるくらいのモンスターを日常

な機会をいただき光栄です。私はこれからを生

生活の中でつかまえるという発想が自ずと出て

石原

きる子どもたちに必要とされるのは、世界中の

遊びの中の学び、学びの中の遊び

それで、このプロジェクトの中核にい

いたというのは非常に面白いですね。遊びなの

石戸

小さい頃にスマホがあれば……！という

ん。現実とゲームを行き来しながらの遊びであ

か学びなのか分からないところで学んでいてく

感覚は私も全く同じように持っています。今の

ることが、
「ポケモン」のいちばんの特徴にな

れた、それはとても嬉しいです。

子どもたちは、テクノロジーを通じて世界中の

ればと思っています。

石戸

知識や人々に出会うことができる。その反面、

石戸

ん、さらに子どもたち自身の方でもリアルとバ

きたのではないかと思います。ゲームの最初の

る、Google の社内スタートアップから始まっ

多様な価値観の人と協働して新しい価値をつく

ところに田尻さんの自然との接点があるのは間

た Niantic, Inc. という会社のプロダクトマネ

ね。私は、小さい頃は宇宙に興味があったので

昔に比べて地域のコミュニティが失われている

りだす力だと考え、それを培うワークショップ

違いないでしょうね。

ージャーである野村達雄さんが、最初に出会っ

すが、ある時点でデジタルに道を切り替えまし

のは残念なことだなとも思うんです。その点で

ーチャルのつながりを発見していったというの

を行ってきました。カリキュラムを作るときに

石戸『ポケモン 赤・緑』が発売された 1996 年

たゲームが『ポケモン 赤・緑』だったという

た。どちらも未知なるものへの探究心をかき立

「ポケモン」は、ゲームをゲームの世界に閉じず、

が素晴らしいですね。『Pokémon GO』は、子

大切にするのが、可能な限り本物の体験に触れ

と比べると、子どもたちの環境は大きく変わ

のです。『赤・緑』は、ポケモンの交換の際に、

てるのですが、デジタルの世界は、今はまだ存

リアルなコミュニケーションに開き続けている

どもたちが街に出ていき、地域を学び、地域コ

させたいという思い。その究極のひとつが「自

りました。20 年にわたって変化を続けながら、

通信ケーブルでゲームボーイ同士をつなぐ仕組

在しないこれからつくる世界で、そこにとても

ことに感嘆します。

ミュニケーションを活性化するきっかけになる

然」だと思うのですが、ゲームはある種、自然

子どもたちを魅了し続けているわけですが、子

みでしたが、彼は、あのゲームを自分なりに遊

惹かれるのです。今お話に出た野村さんは、ま

とは対極のものとして語られることが多いで

どもたち自身の変化、遊び方の変化はどう感じ

び込んでいくときに、この交換の際に何が起き

さにデジタルネイティブな世代ですが、石原さ

すよね。そんななか、
「ポケモン」シリーズは、

ていらっしゃいますか。

るのか、深く興味を持ったそうです。実際はお

んから見て、昔の子どもと今の子どもではどち

石原

ポケモンの交換には、ゲーム内の行く

ね。いまの子どもたちは、デジタルを自由に活

自然をゲームの世界で表現してきた。それはど

石原

今ちょうど『Pokémon GO』というリ

互いのポケモンのデータを送り合い、その後に

らが幸せだと思われますか？

先々でする交換と、現実に「何組の誰々があれ

用することのできる世代。世界中の人と連携で

のような感覚なのでしょうか？

アルワールドゲームを作っています。Google

渡したポケモンのデータ削除がなされるのです

石原

を持っているよ」という話を聞きつけてする

きたり、自分のアイデアを形にしてそれを世界

石原恒和 「ポケモン」の最初のシリーズ『ポ

さんも我が社も六本木ヒルズに入っているの

が、この交換が終わったところで通信を切ると、

自分が子どもの頃にスマホがあったら、僕も

交換とがあって、その二通りの交換は等価です。

中へ発信したり。テクノロジーを自分たちの力

ケットモンスター 赤・緑』の原作者である田

で、「こういうことやりたいんだけど」
「じゃあ

ポケモンが移送されるだけで削除が行われない

もっとたくさんゲームができたのになあと思い

単にあげたり、とったりするのではなく

を拡張してくれるツールとして使いこなし、活

尻智さんは、小学生の頃を町田市で過ごしてい

ちょっと打ち合わせしましょうか」と始まった。

ことを発見する。無限増殖技ですね（笑）。野

ますね（笑）。 任天堂の岩田聡元社長は本当に

であることがとても重要でした。
「ポケモンと

躍する子どもたちにたくさん出会います。最近

ます。その頃の町田にはまだ自然もたくさん

森タワーを IT 系の交流が起きるような場所に

村さんはそれをきっかけにコンピュータを触っ

優れたプログラマーでしたが、ゲームを作ると

いう存在を通して現実世界と発想していく世界

では今の子どもたちが大人になる頃には、今あ

残っていて、釣りをしたり虫を採ったりしてい

したいという意図があるそうですが、僕自身も

てみるようになり、はてはコンピュータサイエ

いうゲームがいちばん面白いとおっしゃってい

をともに豊かにする」というのは我が社の社是

る仕事の 65% がなくなるなどとも言われます。

た。そのような体験をゲームにしたいという思

それを実感しています。Google 本社のあるマ

ンスの方向へ進んだそうです。彼らにとっての

ました。作ることが心から好きな人にとっては、

でもあります。没入度の高いゲームになればな

でも現代の巨大なネット企業は、20 年前には

いがとても強かったのでしょう。さらに当時は

ウンテンビューまでは遠いけれど、ビルの数フ

最初の道具や遊びを、僕らが生み出していて、

コンピュータとキーボードを触り続けるのはと

るほど、ゲーム世界に閉じこもる傾向が強くな

なかったのですから。子どもたちの世代が、新

怪獣ブームでもあり、モンスターの存在が身近

ロアならうんと気軽ですからね（笑）
。

かつ我々に思いもよらないことを勝手に学んで

ても幸せなことだと思います。

りますが、それでは現実世界は豊かになりませ

しい社会を築いていってくれると信じています。

遊びの中に学びがあったということです

幸せを何で測るべきかは分かりませんが、

リアルとバーチャルを行き来する

交換

会社として目指されているのはもちろ

のではないでしょうか。街全体が子どもたちに
とっての遊びと学びの場になっていきそうです
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六本木ヒルズでは車椅子や
ベビーカーでの移動に便利

MISSION

10

な動線などを記載した「ユ

みんなで遊びながらやってみよう。
きみの世界を変えるこの夏の課題。
第一線で活躍する研究者や専門家 10 人が遊びの中で、街にあふれる不思
議や発見、新しい見方や考え方に気づかせてくれる課題をあげてくれまし
た。これから始まる夏休みの間に、きみはいくつトライできるかな？

FOR SUMMER 2016

で配布しています（六本木
ヒルズの HP から PDF 版
がダウンロード可能）

３cm 以上の段差が
いくつあるか数えてみよう
ている通学路に、３㎝以上の段差が

土曜に開かれるヒルズマルシェには、各地の
野菜や果物、海産物から雑貨までが勢ぞろい。
ミニコンサートほか各種催しも盛りだくさん！

佐藤千也子 さん
ヒルズマルシェ事 務局

夏の野菜
ナスとキュウリの
仲間を探そう

2

MISSION

アークヒルズのアーク・カラヤン広場で毎週

おいしい！がきっかけで、ひろ
がる会話はたくさんあるはず。
「生産者やものづくりの匠」に出
会えるマルシェを、毎週土曜の
10 〜14 時までアークヒルズの
カラヤン広場で開いています！

何カ所あるか数えてみよう。そして
その段差を避けて通ろうとすると、
どれくらい遠回りしなければならな
いか調べてみよう。これまでそんな
段差があったことにすらきっと気
づかなかったよね。でも、車椅子に
乗っている人やベビーカーを使って
いる人、義足を付けている人にとっ
ては、このたった３㎝の段差を乗り
越えられるかどうかが大問題なんだ。
乗り越えられない段差があることが
いったいどれくらい大変なことなの
か。そして、いつも使っている街の
中に、自分は困らないけれど他の人
を悩ませている問題が実はたくさん
あることに触れてみてください。

夏の野菜には、食べても見てもおい

きっと野菜の見方が変わるでしょう。

しい野菜がたくさんあります。その

どうしてこのふたつが同じグループ

代表格がナスとキュウリ。実は夏野

なのかな？ 畑ではどんな風になっ

菜にはこのふたつの仲間がたくさん

ているんだろう？といった具合に。

義足エンジニア
株 式 会 社 Xib o rg 代 表 取 締役

います。例えば、ナスとトマトは仲

実際に畑で育てられている様子を想

間だし、キュウリとスイカもそうで

像しながら、野菜も生きていて、種

競技用の義足から途上国向けの

すね。その他にどんな野菜があるか

からぐんぐん成長した結果としての

探してみてください。見た目はまっ

実や茎などを食べていることを実感

たく違う野菜同士の関係がわかると、

してもらえるはずです。

Ken Endo

遠藤 謙 さん

義肢装具の開発、あるいはロ
ボット技術を用いた身体能力の

4

拡張に関する研究まで、すべて

MISSION

の人に動く喜びを与えるための
取り組みを続けている。

MISSION

六本木ヒルズ森タワー屋上展望台
「スカイデッ
キ」での星空観察会などを中心に「六本木天
文クラブ」
（毎月第４金曜）を開催しています。
自由参加なのでぜひ足をお運びください。

3

MISSION

ふだん家から学校までみんなが通っ

Chiyako Sato

1

ニバーサルガイド」を館内

Naohiro Takanashi
高梨直紘 さん

天文学普及プロジェクト
「天プラ」代 表

東京大学エグゼクティブ・マネ
ジメント・プログラム 特任准

住んでいる街に
太陽系を作ってみよう

教授。専門は天文学のコミュニ

１メートルの大きさにぎゅっと縮め

星のリュウグウなども計算してみる

た太陽がきみの部屋にあったとした

といいだろう。各天体の大きさや距

ら、惑星などの太陽系の仲間たちは

離を調べるには、ウィキペディアや

どんな大きさで、きみの部屋からど

理科年表が役に立ってくれるはずだ。

れくらい離れたところにあるのか計

みんなのいる地球からいつも頭の上

算してみよう。水星、金星、地球、

にある太陽までその距離が実感でき

火星、木星、土星、天王星、海王星

たら、これまでと違う感覚がきっと

だけでなく、準惑星の冥王星やケレ

生まれてくるはずだ。さあ、太陽系

ス、はやぶさ２が向かっている小惑

のスケール感を実感してみよう！

ケーション。天文学普及プロ
ジェクト「天プラ（天文学とプ

今日どんな生きものと出会いましたか？

ラネタリウム）」を主宰している。

Tomoko Konoike
鴻池朋子 さん
毛利庭園の池には 2003 年、１万匹の宇宙メ
ダカが放流されています。1994 年、スペー
スシャトル「コロンビア」内で向井千秋さん
らが実験で誕生させたメダカの子孫です。

アーティスト

動物の皮、布、陶物などさまざ

今日１日、どんな野生の動物、植物、

おり、どうやってこれからの地球を

昆虫、鳥、魚などと出会ったかを家

存続するかと考える時、その一つと

族に伝えてみてください。地球には

して「人間中心の視点をずらしてみ

人間だけではなく、多くの生物無生

る」という方法があります。地球は

物がともに生きています。それは私

人間だけのものではなく人間もその

神話を壮大なインスタレーショ

たちが日々生活する街中で動植物を

多くの生きもののほんの一部である、

ンで表現し、芸術の始まりに立

眺めることでもわかることがありま

ということを感じられたら、きっと

す。地球は現在、自然災害や環境破

あなたの身体がもっと豊かに拡張し

壊などの地球規模での問題を抱えて

てゆくと思います。

まな素材と手法を用いて現代の

ち戻り、人間がものをつくるこ
とへの問い直しを試みている。
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課題は家族や友だちと一緒にやるともっと楽しいぞ！

5

MISSION

8

MISSION

Tomo Ikezawa
池澤 智 さん

トータル・ワークアウト代 表 取 締役社長
パーソナル・トレーナー

2012-2016 ミス・ユニバース・ジャパン オフィ
シャルトレーナーとして、ファイナリストたち
46 名のボディメイクをプロデュース。パーソ
ナル・トレーナーとして高い評価を得ている。

足の指でビー玉をつかんで、
１分間でお椀に何個入れられるかな？

Junji Watanabe
渡 邊淳司 さん

N T Tコミュニケーション
科学基礎研究所 主任研究員

視覚・触覚の知覚メカニズムや、感覚の言語表
現を研究中。人間の知覚特性を利用した技術を
開発・展示公開する中で、人間の感覚と環境と
の関係性を理論と応用の両面から探求している。

オノマトペ（擬音語・擬態語）だけで
１日の日記を書いてみよう

昔は当たり前だった「裸足で鬼ごっこ」も、都心の夏はアスファル

今日１日を「オノマトペ（擬音語・擬態語）
」で表して身近な人に伝

トが高温で危険。生活するうえでシューズが絶対に欠かせません。

えてみよう。例えば、ぼくの日記はこんな具合。8:00 ギュウギュウ

でも最近のシューズは高性能になりすぎて、実は足本来の動きがで

（朝、満員電車に揺られる）、10:00 ショボショボ（仕事のミスで怒

きず足底の刺激が減り、「土踏まず」のない子どもが増えているん

られる）、12:00 ガツガツ（お昼ご飯を食べる）
、15:00 ギュイーン

です。このビー玉ゲームは、そんな足底を楽しみながら鍛えること

（打合せでやる気になる）
。１日 30 語を目標にしよう。この日記から、

で、大地を蹴って走れるようになるもの。最初は難しいかもしれま

自分が毎日の生活をどんな風に感じているかがわかるぞ。オノマト

せんが、夏の終わりにはきっと走り方が変わっているはず。お父さ

ペの変化から気持ちの波も発見できるよね。友達と日記を交換する

ん・お母さんもぜひ一緒にトライしてみてください。

と、同じことをしても感じ方が違うのが見えてくる。

6

MISSION

Ikuyo Kuroda
黒田育世

さん

振 付家・ダンサー
B AT I K 主宰

クラシックバレエを基礎に、身体を極限まで追
いつめる過激でダイナミックな振付けがジャン
ルを超えて広く支持され、さまざまなアーティ
ストとのクリエイションも多数手がけている。

今晩パジャマに着替えてお布団に入る
前にいろんなポーズをしてみよう

7

MISSION

Mitsuo Soekawa
添川光雄 さん
森ビル株 式会社
設計部 設計推進部 専門部長。六本木ヒルズ森
タワーのエレベーター計画から、二重自動扉構
造によって外気流入量を抑える出入りシステム
を開発するなど森ビルきってのアイデアマン。

エスカレーターに乗ってから降りるまで、
何秒かかるか計ってみよう

9

MISSION

Katsumi Omori
大 森克己

さん

写 真家

人 物 から風 景 、事 件まで 何 でも撮って雑 誌 や
美 術 館で 発 表しています。10月までスイスのリー
トベ ルグ 美 術 館 の「 G A R D E N S O F T H E
W O R L D」 展に新 作が展 示されています。

写真に写った被写体を
「硬い」
ものから
「柔らかい」
ものへと並べ直してみよう

お風呂から出てパジャマに着替えたら、いくつポーズをとりながら

公園で遊びながら写真を撮ってみよう。例えば、友だちの顔、ほっ

お布団に入れるか数えてみよう。そして、朝起きたときの最高のポ

ぺたのアップ、すりむいた膝、セミの抜け殻、ジャングルジム、石

ーズを計画してから目を閉じよう。覚えていられたら「おはよう」

ころに樫の木などなど。撮り終わったら写ったものをじっくり見つ

はそのポーズで！ たくさんのポーズをしてみると、例えば「おじぎ」

めて「硬い」ものから「柔らかい」ものへと順に並べてみる。さら

や「ピース」や「ばんざい」といったよく知っているポーズはすぐ

に「熱いと冷たい」
「人が作ったものと自然にあるもの」
「生きてい

使い果たし、名前のつけようのない、わけの分からない、自分だけ

るものと死んでいるもの」などふだんとは違う基準で並べ直してみ

のとっておきの体のかたちにめぐり合えるはずです。そんな「分か

よう。基準を変えて見返すたびに、あたり前に思えたものがいつも

らなさ」に出会う面白さをぜひ体験してみてください。

と違って見えてくるんじゃないかな。その不安定な感覚を忘れずに。

10
MISSION

Yuri Naruse
成瀬 友梨

さん

建築家
成 瀬・猪熊建築 設計事務所

建築からプロダクト、ランドスケープ、まちづ
くりまでさまざまなデザインを手がける。
「シェ
アする場をつくること」をコンセプトに、新し
い運営と一体的に空間をつくることを実践中。

身近なものを20 個えらんで、
縦・横・高さを測ってみよう

街中にあるほとんどのエスカレーターの傾斜角度は 30 度、速度は

身のまわりにあるさまざまなものの大きさを、実際に自分の手で触

30m/分に設定されています。ということは、進む距離と上り下り

れながら測ってみよう。思った通りの大きさのものがあれば、予想

する高さは直角三角形の辺として求められることになる。60 秒乗っ

とはまったく違うものもあったり。測り方にも工夫が必要だったり。

た場合、斜辺が 30m。三平方の定理（1 : 2 : √ 3）に従えば、短い

縦・横・高さを知ることで次第に寸法感覚が身についてきて、20

辺はその 1/2 なので 15m。つまり、
「60 秒 :15m=X（乗った秒数）

個目を測る頃にはおおよそのサイズが言い当てられるようになって

:Y（高さ）
」の「X」に、みんなが計った秒数を入れれば、上り下

いるかもしれません。そうやって寸法感覚が身につくと、街の中で

りした高さ「Y」が出てきます。こんな具合に学校で習った算数を

見かける、直接寸法を測ることができないような大きなもののサイ

使って、街の中のいろいろなことを数字で表してみてください。

ズも具体的に想像できるようになるはずです。
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HIDE & SEEK

表紙のふたり、どこにいるかな？

illustration_Yutaka Nakagaki
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MIRAI SUMMER CAMP
CATCH A CLOUD

雲をつかむような話をしよう。

プログラミングやバイオなど、最先端のテク
ノロジーや研究を集めた全 14 種類 43 講座
が登場。文中の「スクラッチでプログラミ
ングを遊ぼう」は 8/5（金）に開催されます
●開催期間：7/16（土）〜 8/20（土）

昨年は教わる側にいた子が今年は教える側に。
同世代同士の学習の場は活気に満ちている

パソコンなんて触ったこともないという初心
者の子も OK。作る楽しみに触れれば即上達！

プログラミングを学ぶ過程で、論理的思考や
問題解決能力が自然に身につくようになる

MAKE THE FUTURE
未来にはプログラミング思考が必要だ。
今年の夏も各ヒルズで恒例のキッズ ワークショップを開催。
六本木ヒルズでは、現役大学生による注目のプログラミング講座が開かれます
text_Tomonari Cotani

生まれる以前からインターネットが存在し、ものごころがついた

photo courtesy of CoderDojo Kashiwa

子ども時代にプログラミングを学ぶメリットを、宮島は自身の体

頃には、ごく自然にスマートフォンやタブレットを使いこなしてい

験をふまえてこう語る。

るのが今の子どもたち。彼ら「デジタルネイティブ」によって、現

「プログラミングというのは、まずは全体を把握して、その後に細

在の大人たちからは想像もつかないようなテクノロジーやサービス

分化していくという処理が求められます。ですから新しいものに出

がいずれ生み出され、未来は、さぞ便利な IoT 社会になっているの

合ったとき、『これはどうやってできているのだろう』と、瞬時に

だろうとついつい想像してしまう。

深く考えるように自ずとなっていました。そういった論理的思考や

「それがそうでもないんです。あまりにスマホが当たり前すぎて、

問題解決能力が、知らず知らずのうちに身につくことがプログラミ

今の子どもたちって、そのテクノロジーのすごさや可能性にむしろ

ングを学ぶ利点だと思います。それに、なんでもゼロベースでつく

気がついていないんです。実際スマホなんて、SNS かゲームをや

れるのは非常に魅力的です。まっさらのテキストエディタを徐々に

るものだとしか思っていません。大人のみなさんが思っているよう

コードで埋めていき、その結果自分の思い通りに動いたときは、な

なデジタルネイティブに対する思いや願いは、このままいくと幻想

ににも代えがたい喜びを感じると思います」

で終わってしまいかねないと、ぼくは思っています」

今夏、六本木ヒルズで行われる「MIRAI SUMMER CAMP」の

思いも寄らぬ言葉を返してきた人物の名は、宮島衣瑛。高校時代

一環として、宮島は Scratch を使ったワークショップ「スクラッチ

に、子ども向けのプログラミング講座「CoderDojo Kashiwa」を

でプログラミングを遊ぼう！」を子ども向けに開催するが、プログ

立ち上げた生粋のデジタルネイティブである（現在は大学１年生）。

ラミングを学ぶこと自体よりも、「プログラミングを使ってどう学

宮島自身がプログラミングを始めたのは小学５年生のとき。当時

んでいくか」こそが重要だと強調する。

通っていたラーニングセンターで、MIT メディアラボが開発した

「Scratch のいいところは、プログラミングをしている感覚になら

教育用ツール「Scratch」との、運命的な出合いがきっかけだった。

ないことです。パソコンなんて触ったことがないという初心者の子

「最初は『プログラミングってなに？』みたいな感じで、まったく

ども向けのカリキュラムでは、特に、自分で作った作品が動くとい

できませんでした。変数の意味もわかりませんでしたし。でも、
触っ

うピュアな感動を持ち帰ってもらいたいと思っています。その感動

ているうちにある日突然『わかった！』という瞬間が訪れ、そこか

がやがて、社会に影響力を及ぼす真のデジタルネイティブの育成に、

らどんどんハマっていったんです」

つながっていくと僕は考えています」

KIDS' WORKSHOP

未来を担う子供たちに、本物の場所で本物の体験を！

夏の恒例〈キッズワークショップ〉が六本木ヒルズをはじめアークヒルズ、虎ノ門ヒルズで今年も開かれます。入居する企業や店舗、美術館や映
画館といった各施設が、子供たちのためにヒルズでしか体験できない独自のワークショップを実施。参加希望の方は、各ヒルズの公式 HP にて詳
細情報をご確認のうえ、同 HP よりお申し込みください ●開催期間：7/16（土）〜 8/28（日）●詳：www.roppongihills.com/sp/workshop/2016
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Goings On About Town

HILLS IN FOCUS
INDE X

やっぱり夏のヒルズが好き

FOOD EVENT

いちばん美味しいバーガーはどこだ？

TRAVEL ITEM

この夏、旅を彩るキーアイテム

URBAN PLANNING
東京の新たな玄関口が生まれる

FOOD EVENT

ROPPONGI
GOURMET BURGER
GRAND PRIX 2016

BUSINESS

極東の日本からイノベーションを！

SUMMER FESTIVAL
グルメとエンタメが都心を賑わす

EVENT CALENDAR
ヒルズエリアでできること、全部

六本木で今年も始まる夏の祭典

渾身のバーガーが
揃い踏み！
text_Chiharu Masukawa
photo_Ayumu Muneno
edited_ RCKT/Rocket Company*

Check it Out!

各参加店で開催。ハンバーガー1 点
につき 1 枚の投票用紙を配布。
● 期間：7 月 16 日（土）〜8 月
31 日（水）●問：03-6406-6000
（六本木ヒルズ総合イ
ンフォメーション）

「グルメバーガーグランプリ」のシーズ
ンが今年も到来！

六本木ヒルズのレ

ストランやカフェがオリジナルバーガー
を引っ提げて、 最も美味しいバーガー
の座を競い合うこのイベントでは、正統
派バーガーはもちろん、この期間のため
に考案されたスペシャルバーガーも続々。
いまだかつてない美味しさに出会える
チャンスでもあるのだ。前回と同様、カ

AS CLASSICS DINER
ROPPONGI HILLS
古き良きダイナースタイルのカ
フェレストラン。素材や調理法に
こだわった王道のアメリカンフー
ドをサーブする。●場所：六本木
ヒルズ メトロハット／ハリウッド
プ ラ ザ B1F ● 時 間：11:00 〜 23:00
（L.O.22:00）●問：03-6721-1581

テゴリーは「レギュラーメニュー部門」
と「特別限定メニュー部門」の 2 つ。昨
年は激戦を制し、レギュラーメニュー
部門は「37 ステーキハウス ＆ バー」が、
特別限定メニュー部門は「リゴレット バ
ーアンドグリル」がグランプリに輝いた。
NO.1 を決めるのは来場者の投票による
ジャッジのみ。各店を巡り食べ比べして
みるのもおすすめだ。
グランプリ開催に合わせ、エントリーメニュー
とは別に AS CLASSICS DINER が用意したスペ
シャルバーガーは、迫力満点の 5 人前のボリュー
ム！牛肉 100％のパテと新鮮な野菜のハーモニー
を思う存分味わいたい。￥6,480（税込）

こんにちは。森のこびと、ヒルボックルです。夏到来！ 旅に出たくなりますね。でもそんな時間がないアナタ、ヒルズのホテルで旅気分はいかがでしょう？
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HILLS IN FOCUS

photo_Kazuya Aoki
styling_Kayo Yoshida
text_ Chiharu Masukawa
edited_ RCKT/Rocket Company*

CLOSE UP !

今年は街へ、それともリゾートへ？

TRAVEL ITEM

ら、スタイルにもこだわりを。決め手はグッドルッキングな

この夏、旅を彩るキーアイテム

デザインと賢い機能性。非日常へと飛び立つワクワク感を加
速する、ユニークな名脇役たちをピックアップ！

〈 FOR COMFORTABLE VACATION 〉

〈 FOR ENJOYABLE VACATION 〉

@ ROPPONGI HILLS

心ゆくまで羽根を伸ばす
アーバンな大人の旅

年に一度の夏の旅だか
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@ OMOTESANDO HILLS

憧れのホテルにステイして、グルメスポットを巡ったり、いつもはできない読書に没頭したり。
休暇の醍醐味を味わい尽くすシティトリップには、エレガントな小物が華を添える。もっと欲
張って心地よさにもこだわったグッズを選べば、この旅はきっとパーフェクトなものに。

自然の中へ解き放たれる
リゾートバケーション

海へ山へとアクティブに出かける旅でも、おしゃれ心は忘れたくない。そんな気持ちにヒット
するのは、見た目と機能を両立した賢いアイテム。一流と謳われるブランドならではの作りの
良さはもちろん、軽量設計や水辺でも安心の特殊素材など、ハイテクなメリットに注目を。

カシミアのようにソフトで吸湿性と速乾性に富んだ
独自の素材は、ルームウエアですでにおなじみ。で
も、エレガントなノーカラージャケットになったなら？ 機
内で過ごす時にも、ディナーに出かける時にも頼りにできる
万能アウターに。シワになりにくいのも魅力。ジャケット
¥31,000（税込 ¥33,480）／カシウエア（カシウエア アット
ホーム 03-5411-0990 ／六本木ヒルズ ヒルサイド B1F）

旅先でゆったり読書を楽しむなら、本を模したユニー
クなポータブルランプ。ぱらぱらと開いたページがポ
エティックで、柔らかな明かりがリラックスしたムードを演
出する。フル充電で 7 〜 8 時間使用可能なので、お部屋だけ
でなく屋外での読書にも。ライト ¥29,600（税込 ¥31,968）
／ルミオエスエフ（ツタヤトウキョウ ロッポンギ 03-57751515 ／六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り 1、2F）

使い勝手の良さそうなバッグには、実はもうひとつの
顔が。ベルトを外すと、大判のスカーフに早変わり！
鮮やかなカラーリングに気分も上々、着こなしのアクセントと
して大活躍。ホテル内での移動や、ちょっとしたショッピング
のお供に。スカーフ ¥12,000（税込 ¥12,960）／マルカ、ベ
ルト ¥4,200（税込 ¥4,536）／サムコ（ともにロラズアパート
メント 03-5772-2633 ／六本木ヒルズ ウェストウォーク 3F）

大胆な花柄のワンピースは、落ち着いたフェミニン
なスタイルを得意とするデンマーク発のブランドか
ら。一着でサマになるシルエットやさらりとした素材は、大
人のクラス感を演出する上品さもあって、まさにリゾート向
き。風が肌を撫でる心地よさを味わってみて。ワンピース
¥68,000（税込 ¥73,440）／バイ マレーネ ビルガー（アー
バンリサーチ 03-6721-1683 ／表参道ヒルズ 本館 B3F）

ビーチスタイルにプラスしたい、ユニークなアクセサ
リーを発見。
このエスニック調の多連ブレスレットは、
なんとラバー素材で水に強いのが特長。しかも、ほのかな香
り付き。肌なじみのいい絶妙なニュアンスのカラーリング
でスタイル感度をアップ！ ブレスレット各 ¥3,000（税込
¥3,240）／ミッレフィオーリ（ミッレフィオーリ 03-68042993 ／表参道ヒルズ 本館 B2F）

目下ブームが広がるトラベルアジェンダ作りが、新し
い旅の楽しみに。記録を綴っていくノートに加え、感
動の景色をその場ですぐに写真にできるおしゃれなインスタ
ントカメラも手に入れて。チェキ ¥18,857（税込 ¥20,365）
／インスタックス ミニ 90 ネオクラシック、ノート ¥1,600
（税込 ¥1,728）／旅するエディット（ともにマークスタイル
トーキョー 03-3478-5337 ／表参道ヒルズ 本館 B3F）

サングラスの王道、レイバンで見つけたこちらのモデ
ルは、通常の半分の大きさに折りたためるフォール
ディングタイプ。手のひらほどのサイズのケースの中にすっ
ぽりと入ってしまう優れもの。ファッション性の高いミラー
加工のレンズも夏ムードにぴったり。サングラス ¥24,000
（税
込 ¥25,920）／レイバン（イワキメガネ 03-5786-7790 ／六
本木ヒルズ ウェストウォーク 4F）

コンパクトな折りたたみタイプでありながら、クリ
アーハンドルにメタルチェーンのストラップと、お
しゃれ度も抜かりなしの日傘。内側に遮光、遮熱性に富んだ
特殊加工を施し、外出時の紫外線も強力にブロックする。も
ちろん雨にも対応する、2WAY の便利アイテムだ。晴雨兼
用日傘各 ¥22,000（税込 ¥23,760）／ハンウェイ（ハンウェ
イ 03-5786-9600 ／六本木ヒルズ ウェストウォーク 4F）

最高・最良素材のタオルを中心に、リラックスウエアや
アロマなど「日常の上質」なアイテムを取り揃えるショッ
プで発見した癒しアイテム。肌に心地良いパイル地のアイマス
クは、別売りのアロマチップを中に入れることが可能で、気分
に合わせて好きな香りが楽しめる。アイマスク ¥3,000（税込
¥3,240）
、アロマチップ ¥600（税込 ¥648）／タッチ（タッチ
03-5786-9611／六本木ヒルズ ウェストウォーク 4F）

コロンとしたフォルムとポップな色が目を引くス
ピーカーは、ブルートゥース対応のワイヤレス仕様。
Bose が誇るサウンドクオリティを守りながら、縦 13.5㎝、
横 12.8m というポータブルサイズに。連続 8 時間再生可能
というパワフルさも見逃せない。夏らしいカラーリングも◎。
スピーカー ¥15,000（税込 ¥16,200）／ボーズ（ボーズ • ダ
イレクトストア 03-6459-2475 ／表参道ヒルズ 本館 B3F）

夏らしい帽子を探すなら、ラフィアを始めとする天然
素材のハットで知られるオーストラリア生まれのブラ
ンドで。通気性や日よけの効果といった実用面もさることな
がら、何よりも洗練されたスタイルが特長。大人のサマー
スタイルにふさわしいノーブルなデザインが必ず見つかる。
¥29,000（税込 ¥31,320）／ヘレンカミンスキー（ヘレンカ
ミンスキー 03-3470-2551 ／表参道ヒルズ 本館 B2F）

両手が自由になるバックパックが驚きの軽さでお目見
え。優れた耐久性がありながら、不要な時には内蔵の
ポケットに収納できる、目からウロコのパッカブル仕様なの
だ。
アクティブなマインドを掻き立てるカモフラージュ柄が、
コーディネートに遊びを加える。¥20,000（税込 ¥21,600）
／ブリーフィング（ブリーフィング ポップアップストア
03-6459-2448 ／表参道ヒルズ 本館 B3F）
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TSUTAYA TOKYO ROPPONGI

LOLA’S APARTMENT
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HELEN KAMINSKI

BRIEFING POPUP STORE

A

D

A

kashwére at home
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Iwaki Optic
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グランド ハイアット 東京のレストラン「フレンチ キッチン」ではサマーナイトイベント「ソワレ ブランシュ 」を開催。南仏の優雅な夜をご堪能ください。
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A

URBAN RESEARCH
D

Bose DirectStore
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F

ホテルライフを楽しみたければグランド ハイアット 東京のサマーステイプラン Sweet Summer Splendor ! お部屋でシャンパンとチョコレートが楽しめます。
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HILLS IN FOCUS

text_Shinichi Uchida

今回の訪問先

TORANOMON HILLS AREA
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@HILLS
未来への挑戦者たち

日比谷線虎ノ門新駅（仮称）
虎ノ門ヒルズ
ビジネスタワー（仮称）

たとえば映画『東京物語』の観光バスと、

虎ノ門ヒルズ 森タワー

その車窓に映る地下鉄駅。
『ロスト・イン
虎ノ門ヒルズ
レジデンシャルタワー（仮称）

Toranomo
ra
a mon
on Hills
Shibuya

Loop
op
p Road
Ro
oad No.
N .2

・トランスレーション』で描かれたスクラ

Ariake
A
r ke
riak

ンブル交差点。これらは交通システムが

Yamanote Line

東京の魅力を支えていることを教えてく
れる。そして、それは常に進化する。
その最新形が、虎ノ門で進行中。2014
年誕生の虎ノ門ヒルズ森タワーも、環状

Haneda
da Airport

２号線（虎ノ門−新橋間）開通と連携し、

出典：UR 都市機構、東京メトロ記者発表資料より

2022 年度、虎ノ門に東京メトロ日比谷線の新駅が
誕生。それに先駆け、2020 年には供用を開始する。

高層ビルと緑の街区を実現したものだ（下

京メトロ日比谷線 56 年ぶりの新駅「虎ノ

図）
。さらに森ビルは４月、隣接して超高

門新駅」
（仮称）と直結。オフィスやホテ

層タワー３棟を建設し、国際的な交通の

ルの複合ビルで、いわば地下鉄駅と街づ

要所へ飛躍させる構想を発表した。

くりを一体化した新開発モデルだ。これ
らが成す街区全体で、各交通機関と連携

2019 年度竣工予定の虎ノ門ヒルズ ビ

した新たな「東京の玄関口」を目指す。

ジネスタワー（仮称）１階には、約 1000

虎ノ門のある港区は外資企業や駐日大

㎡のバスターミナルを新設。都心と臨海

URBAN PLANNING

「国際新都心」
を目指し
交通システムと一体化
した街づくりが進行中！

さらに 2022 年度竣工目標の虎ノ門ヒ
ルズ ステーションタワー（仮称）は、東

その真上に「立体道路制度」を活かして

日比谷線虎ノ門新駅（仮称）

部を結ぶ BRT（バス高速輸送システム）や、

使館も多く、ミシュランの星獲得店数は

空港リムジンバスが発着する予定。2020

都内全体の 1/3 以上、といったデータも。

年の東京五輪では選手や観客の移動拠点

行政・交通機関・地域と協力しての再開

としても期待される。加えて、プレミア

発で「国際新都心」に向かう虎ノ門エリア。

ムな住宅を供する虎ノ門ヒルズ レジデン

未来の名画を彩るような東京の新たな顔

シャルタワー（仮称）も同年度竣工予定。

となる日も、遠くないかもしれない。

BUSINESS

組織力を源に
新しい発見と
イノベーションを
COMPANY PROFILE
Fringe81 株式会社

都市に豊かな活力をもたらす鍵とは？

環状２号線と
立体道路制度

快適なオフィスや住居・ホテル・レスト
ラン等もそうだが、実は「交通」も重要。
その視点から新たな「東京の玄関口」に

色とりどりの木材が美しく組まれたエントランス。
オフィスもウッディな素材を基調としている

溜池方面

生まれ変わる、虎ノ門の街づくりとは？

森タワー地下には環状２号線が走
り、地上部の新虎通りは街の賑わ
いも創出。今後は地下鉄・バスで
の空港等アクセスも向上する。

新虎通り（地上部道路）

TYPE：IT・インターネット広告
PLACE：六本木ヒルズ森タワー

新橋駅

田中弦さん （代表取締役社長）
。ソフトバンクインター
ネット部門採用第一期生としてブロードキャスト・コ
ム（現 Yahoo! 動画）立ち上げに参加。退職後、ネット
イヤーグループ創業に参加。ネットエイジグループ（現
UNITED）を経て、2005 年 Fringe81 創業。

環状２号線（地下トンネル）

インターネット広告の配信や管理の技
術開発を行う Fringe81。広告の送り手、
受け手、双方にとって最適な広告効果を
虎ノ門ヒルズ
レジデンシャルタワー（仮称）
地上 56 階建（2019 年度竣工予定）

虎ノ門ヒルズ 森タワー
地上 52 階建（2014 年 6 月開業）

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー（仮称）
地上 36 階建（2019 年度竣工予定）

虎ノ門ヒルズ
ステーションタワー（仮称）
（2022 年度竣工目標）

実現するプロダクトを自社開発している。
「広告は、消費者にとって一見わずらわ

田中社長がこだわったのは、オフィスを貫く広い廊下と、壁に囲われていない会議空間。「提供
するサービスに何か問題が起こったら、担当者がすぐに集まって解決を図れる空間設計です」

組織力につながっています」

された人は、全社員の前で称賛を浴び、
その評価は給与査定に反映される。

極東の日本からイノベーションを
社名にある

Fringe

「ふつうの会社は、自己アピールの強い

は、「最先端、

前衛的」という意味を持つ。 81

は、

人や、営業成績のいい人が評価される。
しかし、当社にはエンジニアが多く、エ

しい物かもしれません。その一方で、有

日本の国番号。「極東の日本からイノベ

ンジニアは往々にして自己アピールが苦

益な情報に偶然遭遇できたり、思っても

ーションを」という思いを込めた。

手（笑）。 賞賛文化

みなかった物が、実は欲しかったと気づ

「情報を収集・整理・最適化するテクノ

帰属意識につながると考えています」

けたりする。暮らしの選択肢が楽しく広

ロジーは、リアルな世界にも応用できる。

が仕事への意欲や

厚生労働省によると、国内大卒の３年

がるネット環境に、Fringe81 の画期的

僕は、新卒採用のセミナーで自ら説明に

後離職率は、30％を超える。一方、同

なテクノロジーが貢献しています」

立つのですが、表情やうなずきの回数

社の新卒社員の離職は、この３年でゼロ。

同社は、日本初の認定ベンダーとして

で自分の話に共感している参加者がわか

６年さかのぼっても１人のみだという。

Google に技術を提供。世界最大の広告

る。その感覚をテクノロジーによって形

「離職の主因は、雇用者と被雇用者のミ

会社 WWP グループの日本法人と戦略

にできれば人材を探しやすい。こうした

スマッチ。ミスマッチのない若者の雇用

パートナーを提携。NTT ドコモと共同

考えに基づく技術を、活用シーンや用途

は、ベンチャーの使命だと思います」

でスマホ広告プラットフォームを構築す

を変え、ある分野で導入予定です。当社

るなど、国内外の大手企業とタッグを組

は『新しい発見をもとに地球の未来を創

３年前は、渋谷の小さなビルの居抜きの

む。ここ数年は年間２倍近くのペースで

る集団。
』という理念を掲げます。次々具

オフィスを借りていたが、２年前に六本

売上げが伸長。躍進の理由について田中

現化していきますので、ご期待ください」

木ヒルズノースタワーに移った。

オフィス選びは、組織設計の観点から。

同社には、「発見大賞」というユニー

「引っ越して喜ぶ社員に、２年後に森タ

「創業翌年から新卒採用を開始し、新卒

クな報奨制度がある。社員が職場仲間の

ワーに移ると宣言しました。成長を続けて

比率が３割を超えた頃から急成長が始ま

グッドジョブを発見して社に報告し、社

1000坪規模のフロアに移ろうぜと（笑）
」

りました。思いを共有する人材の蓄積が、

内投票によって優れた報告を選出。発見

それを実現。有言実行のリーダーだ。

弦社長は、「組織力」と断言する。

森ビルの開発ビジョン「立体緑園都市」に基づく新ビルの外観デザインは、インゲンホーフェン・アーキテクツなど世界的な建築家やデザイナーが協働し、
ランドマーク性を際立たせる。

虎ノ門ヒルズのアンダーズ 東京52階の「ルーフトップバー」ではセミオープンテラスで夏の空気を感じつつ、東京の眩く美しい夜景が眼下に楽しめます。

「ルーフトップバー」の奥にある隠れ家「the SUSHI」は、８席のみのカウンターで本格的なお寿司やお酒が楽しめます。なんだか特別なところに来た気分。
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EVENT CALENDAR

SUMMER STATION
※ジャニーズキング以外の写真は全て過去の様子です。

6.23 ~ 7.10
（THU）

六本木ヒルズセール 2016

アサヒビール株式会社が、ウイスキー
製造会社であるニッカウヰスキー株式
会社の期間限定バーをオープン。提供
するウイスキーは、ブラックニッカ ク
リア、ブラックニッカ リッチブレンド、
ブラックニッカ ディープブレンドなど。
「COLD」をテーマに、ウイスキーの様々
な飲み方をお楽しみいただけます ●場
所：ヒルズカフェ / スペース ●時間：
11：00 〜 23：00 ●料金：有料

ENTERTAINMENT ACTIVITY

7.9（SAT） ~ 8.27（SAT）までの

六本木ヒルズとテレビ朝日をジャックする大型イベント「SUMMER STATI

毎週土曜日

ON」
が間もなく開幕。さらにパワフルに進化した今年の目玉企画をご紹介！

「SUMMER STATION LIVE アリ
ーナ」は、特撮ヒーローショーや
人気アーティストのライブを日替
わりで楽しめるなど、今年も盛り
だくさんの内容に。

（FRI）

ENTERTAINMENT ACTIVITY

7.2

（SAT）

CULTURE

7.7 ~ 9.11

（THU）

（SUN）
・ H
© 1984 Studio Ghibli

楽しみ満載！都心を賑わす夏イベント
グルメとエンタメを存分に満喫！

盛大な夏祭り。昨年は延べ 463 万人を

7.1 ~ 7.15

（FRI）

BLACK FREEZING BAR
〜ブラックニッカ フリージング バー〜

SUMMER FESTIVAL

テ レ ビ 朝 日 が 主 催 す る「SUMMER

（SUN）

ENTERTAINMENT ACTIVITY

（8.20 のみ除く）

第 66 回「社会を明るくする運動」

風の谷のナウシカ

Mr.KING をはじめフレッ
シュな顔ぶれが集まる「サ
マステ ジャニーズキング」
は、公演数が増えてますま
す元気に！熱狂必至のステ
ージを見逃さないで。

STATION」は、食ありエンタメありの

www.roppongihills.com
ENTERTAINMENT ACTIVITY

Samasute
Johonny’s
King

Live Arena

六本木ヒルズ

●日程：7 月 16 日（土）〜 8 月 28 日（日）●時間：10:00 〜 23:00 ※イ
ベント内容や演目によって異なります。●場所：六本木ヒルズ内各所、テレ
ビ朝日本社内、その他周辺エリア●詳：www.tv-asahi.co.jp/summerstation

16:00 〜 23:00 は毛利庭園に特設される「水上プレミアムビアガーデン」
で乾杯！宮崎産の牛・豚・鶏を使った BBQ は、事前の予約がおすすめ。

JULY
&
AUGUST

ROPPONGI HILLS

テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION

Beer Garden
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ジブリの大博覧会

青少年健全育成大会 in 六本木

〜ナウシカから最新作『レッドタートル』
まで〜

今年の六本木ヒルズの夏のセールは、メ
ンズ・レディス・キッズアイテムからラ
イフスタイル雑貨まで、人気ショップ
約 70 店舗が最大 80% のプライスオフ！
各ショップ、豊富な商品が揃います。今
季のトレンドアイテムがお得に揃うこ
の機会をぜひお見逃しなく！ ●場所：
六本木ヒルズ全館 ※一部店舗を除く ●
時 間：11：00 〜 21：00 ● 詳：www.
roppongihills.com

犯罪や非行のない安全・安心な地域社
会を築くための取り組みを進める「社会
を明るくする運動」が、六本木ヒルズで
開催されます。式典や地域の子どもたち
による演奏やパレードを実施します●主
催： 社会を明るくする運動 港区推進委
員会 ●場所：六本木ヒルズアリーナ ●
時間：13：30 〜（パレード 16：00 〜）●
入場：無料 ●問：03-3578-2379（ 港 区
保健福祉課福祉活動支援係）

スタジオジブリの設立から 30 年間の歩
みを体感できる特別企画。各作品を振り
返るポスターやチラシなど、未公開を
含む多数の資料を展示します ●場所：
六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー
内 ス カ イ ギ ャ ラ リ ー ● 時 間：10：00
〜 22：00（ 最 終 入 場 21：30） ● 料
金：一般 2,300 円ほか ●問：03-64066652（東京シティビュー）●詳：www.
roppongihills.com/tcv/jp/ghibli-expo/

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

CULTURE

7.16 ~ 8.28

7.22 ~ 9.25

7.16 ~ 8.28

（SAT）

（SUN）

（SAT）

（SUN）

（FRI）

（SUN）

る！六本木のランドマークとして、サマ
ステを大いに盛り上げてくれそうだ。
さて、サマステといえば忘れてはなら

動員し、連日大盛況の賑わいを見せた。

ないのがグルメ企画。全国から名店が集

その内容が、今年はさらにバージョンア

まる「かき氷コレクション」は今年も健

ップ！ 「ツナガル 未来の夏祭り」をテ

在。味にこだわった個性溢れるかき氷を

ーマに、会期も 44 日間に拡大するとい

求めて、行列覚悟で駆けつけたい。また、

うから、期待はますます高まるばかりだ。

毛利庭園に特設される「水上プレミアム

中でも注目したいのが、テレビ朝日本

ビアガーデン」では、メニューが大幅に

社７階の全面開放。普段はスタッフや出

グレードアップ。試食を重ねて完成した

演者だけが出入りするカフェテリア＆テ

プレミアム BBQ は、スタッフ全員が太

ラスは、「バラエティ食堂」の名のもと

鼓判を押す自信作だ。

にレストランに変身。昨年も好評を博し

見どころはまだまだ盛りだくさん。戦

た人気バラエティ番組とのコラボレート

隊ヒーローショーにライブコンサート、

メニューを、毎日提供する。また、今年

Mr.KING をメインキャストに迎えた「サ

もテラスには巨大ドラえもんがやってく

マステ ジャニーズキング」やオリンピ
ックイヤーならではの体験型スポーツイ
ベントなど、どれもこれまで以上のスケ
ールに！まずは全エリア共通の公式入場
券「サマパス」を手に入れて。テレビと
繋がり体験するこの参加型のビッグイベ

Soirée Blanche 2016

テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り

白 をテーマにしたセレブリティイベ
ントを今年も開催。ドレスコードもオー
ルホワイトの本イベントは、いつもと異
なる雰囲気の店内で、シャンパンなどの
ドリンクや BBQ 料理、アイスクリーム
をお好きなだけお楽しみいただけます
●場所：グランド ハイアット 東京 2F
「フレンチ キッチン」●時間：18：00 〜
21：00 ●料金：11,000 円（税・サービ
ス料別）●問：03-4333-8781 ※要予約

ルーヴル No.9
〜漫画、9 番目の芸術〜

テレビ朝日の人気番組コンテンツとグル
メが大集結！ 家族みんなで楽しめる都
市型夏祭りが、今年は更にエリアを拡大
し、音楽ライブ、人気番組関連の飲食
ブース、番組アトラクションなど、都市
とテレビがコラボレーションした大型イ
ベントで夏を盛り上げます ●場所：六
本木ヒルズ各所 ●時間：10：00 〜 23：
00 ●問：0570-055-456 ●詳：www.tvasahi.co.jp/summerstation/

子どもたちの想像力や好奇心を育てる、
キッズのためのワークショップが今年も
登場。最新技術の体験や、六本木ヒルズ
内の企業やショップ＆レストラン、関
係施設が開催する特別プログラムに加
え、通常は非公開の屋上庭園でもワーク
ショップを実施。事前応募制のプログラ
ムもご用意しています ※期間中、随時
開催 ●場所：六本木ヒルズ内各所 ●詳：
www.roppongihills.com

美術の殿堂が遂に「漫画」に門戸を開
く！ 日仏 16 人の漫画家が、ルーヴルを
テーマに描いた原画や資料を一挙公開。
日本からは荒木飛呂彦、谷口ジロー、松
本大洋、五十嵐大介、坂本眞一、寺田克
也、ヤマザキマリが参加します ●場所：
森アーツセンターギャラリー ●時間：
10：00 〜 20：00（ 最 終 入 館 19：30）
● 料 金： 一 般 1,800 円 ほ か ● 問：035777-8600 ●詳：manga-9art.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY

CULTURE

CULTURE

ENTERTAINMENT ACTIVITY

7.23（SAT） ~ 8.7（SUN）までの

毎週土・日曜日

7.29 ~ 8.14

六本木ヒルズ朝の太極拳

金理有展
「月と蛇と縄 文土器」

かぐや姫、ダ・ヴィンチ、チームラボ

六本木ヒルズ夏の風物詩、恒例「朝の太
極拳」が今年も巨大な蜘蛛のオブジェ
ママン のある「66 プラザ」にて開催
されます。爽やかな陽ざしのもと、健康
的な朝を迎えませんか？ 複数回の参加
で六本木ヒルズのレストランで利用でき
るチケットをプレゼント！※雨天中止
●場所：66 プラザ ●時間：7：30 〜 8：
15 ● 参 加： 無 料 ● 問：03-6406-6000
●詳：www.roppongihills.com

現代美術、SF、ストリートカルチャー、
音楽などの要素を越境的に混交させて作
品に反映する陶芸家、金理有の新作展で
す。今回は原点に立ち戻り、縄文土器
や神話的世界観を主軸としたインスタ
レーションを展示します ●場所：六本
木ヒルズ A/D ギャラリー（六本木ヒル
ズ アート＆デザイン ストア内）●時間：
12：00 〜 20：00 ●入場：無料 ●問：
03-6406-6875

「人は宇宙をどう見てきたか？」に始ま
り、歴史的な天文学資料から現代アー
ティストによるインスタレーション、宇
宙開発の最前線まで、古今東西ジャン
ルを超えた出展物約 200 点を展示しま
す ●場所：森美術館 ●時間：10：00 〜
22：00 ※火曜日は 17：00 まで、入館
は閉館の 30 分前まで ●料金：一般 1,600
円ほか ●問：03-5777-8600（ハローダ
イヤル）●詳：www.mori.art.museum

〜ソワレ ブランシュ〜

Kakigori

ルーヴル美術館特別展

Kids' Workshop 2016

浜松「果報」
、鎌倉「たい焼き な
みへい」
、宇都宮「Merci」など
の全国の名店が集結する「かき氷
コレクション」。サマステ限定メ
ニューも要チェック。

SUMMER STATION

（FRI）

（SUN）

7.30 ~1.9

（SAT） （MON）

8.26 ~ 8.28
（FRI）

（SUN）

ントを、フルに楽しもう。

Doraemon

みんなの人気者ドラえもんもあちこちに。
66 プラザにはいろんな表情のドラえも
んが並び、テレビ朝日 7 階テラスには今
年もドラえもんの巨大バルーンが登場！
© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

Rooftop
Terrace
全面開放されるテレビ朝日
7 階に位置する屋上テラス
には、涼を感じるさまざま
な仕掛けが。憩いのスポッ
トとしてマークして。

旅といえばお土産！ 虎ノ門ヒルズ１階のペストリーショップでは大人気のエクレアや旬のフルーツを使ったタルトが勢揃い。ワタクシ、自分で食べてしまいそう。

宇宙と芸術展

六本木ヒルズ盆踊り 2016
毎年恒例の盆踊りが今年も登場。浴衣に
着替えて「六本人音頭」を踊りましょう。
夏ならではの体験を満喫してください ●
場所：六本木ヒルズアリーナ（27、28 日
のみ一部けやき坂通りを使用予定）●時
間：8/26（金）前夜祭・縁日屋台 17：00
〜 21：00 ※盆踊りはありません、8/27
（土）＆ 28（日）縁日屋台 15：00 〜 21：
00・盆踊り 17：00 〜 20：00 ●参加：無
料 ●詳：www.roppongihills.com

ヒルズのホテルで味わう旅気分、いかがでしたか？ あちらこちらに旅の気分がいっぱいのヒルズの夏をぜひお楽しみください。夏を満喫中のヒルボックルでした。
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HILLS IN FOCUS

EVENT CALENDAR

JULY
&
AUGUST

OMOTESANDO HILLS / ARK HILLS / TORANOMON HILLS
表参道ヒルズ

虎ノ門ヒルズ

www.omotesandohills.com

www.toranomonhills.com

ENTERTAINMENT ACTIVITY

ENTERTAINMENT ACTIVITY

FOOD & DRINK

7.18 ~ 8.25

7.15 ~ 9.25

7.1 ~ 7.18

（FRI） （MON）

（MON）

（THU）

（FRI）

（SUN）

PRESENT

六本木ヒルズ WEB サイトの
「HILLS LIFE」のページからお申し込みください。

www.roppongihills.com/hillslife

応募締切

7月15日（ 金 ）

サマースカイブッフェ

招待券２組４名様
8/13（土）〜 16（火）の４
日間、六本木ヒルズ森タワー
51 階にて、大人からお子様
までお楽しみいただける料理の数々をブッ
フェスタイルでご用意します。このディナー
ブッフェに２組４名様をご招待します。

TORANOMON HILLS BBQ

OMOTESANDO HILLS
SALE 2016 SUMMER

夏のスペシャルワークショップ

知多 風香るハイボール ガーデン

表参道ヒルズの人気ショップ約 45 店舗
が参加し、メンズ・レディス・キッズの
ファッションアイテムからアクセサリー、
ライフスタイル雑貨まで、今シーズンの
トレンド 商 品を 30 〜 50 ％（ 最 大 70 ％
OFF）で販売。この機会にぜひお目当て
のアイテムを手に入れてください！ ●
場所：全館 ※一部店舗を除く ●時間：
11：00 〜 21：00（日曜〜 20：00）●問：
03-3497-0310（総合インフォメーション）

今年もお子様向けのさまざまなワーク
ショップを実施。サルヴァトーレクオモ
でのピザ作りをはじめ、カフェ店舗での
お子様向けの手作り料理体験やフラワー
アレンジメント体験、クラフトのワーク
ショップなど、楽しい企画が盛りだくさ
んです ●場所：レストラン & カフェ・本
館 B2F キッズの森 ※ワークショップに
より異なる ●詳：www.omotesandohills.
com/kids-no-mori/index.php

サントリーウイスキー「知多」にあう
BBQ メニューやおつまみなどが勢ぞろ
い。心地よい風を感じられる空間で、仲
間たちとの集いの場を演出いたします。
知多風香るハイボールを是非お愉しみ下
さい ●場所：虎ノ門ヒルズカフェ ●時
間：17：00 〜 22：00（予定）●問：虎
ノ 門 ヒ ル ズ カ フ ェ 03-6206-1407 ● 協
賛：サントリースピリッツ ( 株 ) ●詳：
toranomonhills.com/ja/#/Shops/25

アークヒルズ

赤坂・虎ノ門エリア

www.arkhills.com
FOOD & DRINK
開催中

~ 9.30
（FRI）

FOOD & DRINK
開催中

~ 9.4

（SUN）

FOOD & DRINK
開催中

~ 7.22
（FRI）

六本木アートカレッジ2016
「身体の拡張」

３名様 ご招待

7/20（水）のセミナーでは、
元プロ陸上選手の為末大氏と
能楽師の安田登氏をお迎え
し、ロボットスーツ等のテクノロジーが進歩
する中「人間の身体性」とは何かを考えます。
www.academyhills.com/

INFORMATION

ヒルズカード MasterCard
もっと、あなた×HILLS

特典満載のヒルズカー
ド。 ク レ ジ ット 機 能
付 き の ヒ ル ズ カ ード
MasterCard な ら、 対
象の駐車場で駐車 料金が最大 2 時間サービ
スとなります。入会金・年会費は永年無料。
www.hillscard.com

ACCESS DATA
〈 六本木ヒルズ 〉

ルーフトップラウンジ

YONA YONA BEER GARDEN
in ARK Hills

HAPPY HOUR 2016

今年も夏季限定の「ルーフトップラウ
ンジ」が登場。開放的で緑豊かな屋上
庭園で、ワインやシャンパンを片手に
ラグジュアリーな時間をお過ごしくださ
い。人気の BBQ プランは、お早めにご
予約を！ ●場所：アークヒルズサウス
タワー屋上スカイパーク ●時間：平日
17：00 〜 23：00、土日祝 16：00 〜 23：
00 ● 問：03-5549-1550 ● 詳：arkhills.
beergardens.jp/

人気クラフトビールがドラフトで飲める
ビアガーデンに、今年はアークヒルズで
しか飲めない、その名も「ARK Hills Ale」
が登場！ また 7/19（火）まで、月＆火
19：00 までは
「よなよなエール」
が￥700 ⇒
￥500 に ●場所：アーク・カラヤン広場
●時間：平日 17：00 〜 22：00、土日祝
11：00 〜 22：00（L.O.21：30） ※ 雨 天
営業、荒天中止 ●問：03-5413-5147 ●詳：
yonayonabeerworks.com/

期 間 中 の 平 日 17：00 〜 19：00 ま で に
対象店舗に入店されたお客様に、ハッ
ピーアワープランをご用意。この季節だ
けのお得なアフター５をお楽しみくださ
い ●場所：虎ノ門ヒルズ、アークヒルズ、
愛宕グリーンヒルズ、ピラミデ等の対象
店舗 ●時間：平日 17：00 〜 19：00（7/7
は 〜 22：00） ● 問：03-6406-6665（ 平
日 10：00 〜 18：00）●詳：www.ehills.
co.jp/happyhour2016

新たにヒルズにオープンします！
六本木ヒルズ

6.8

（WED）

アークヒルズ

5.9

（MON）

日比谷線「六本木駅」1C 出口徒歩 0 分
（コンコースにて直結）
大江戸線「六本木駅」3 出口徒歩 4 分
大江戸線「麻布十番駅」7 出口徒歩 5 分
南北線「麻布十番駅」4 出口徒歩 8 分
RH01 系統（渋谷⇔六本木ヒルズ）
直行シャトルバス
都営 01 系折返系統（渋谷⇔六本木ヒルズ）
「六本木ヒルズ」
「六本木けやき坂」下車
都営 01 系統（渋谷⇔新橋）
「EX シアター六本木前」下車
都営 88 系統（渋谷⇔新橋）
「EX シアター六本木前」下車
駐車料金
全日：300 円／ 30 分（600 円／ h）0:00 〜 24:00
一日料金
全日：3,000 円／ 24h
24 時間以上の駐車は、
通常料金（300 円／ 30 分）が加算されます。
※ P3 は料金が異なります。

〈 表参道ヒルズ 〉
表参道ヒルズ

7.2

（SAT）

銀座線・半蔵門線・千代田線
「表参道駅」徒歩 2 分
千代田線・副都心線
「明治神宮前（原宿）
」駅徒歩 3 分
JR 山手線「原宿駅」徒歩 7 分
駐車料金
700 円／ h（以降 350 円／ 30 分）
10:00 〜 24:30（日曜は 24:00 まで）
※お買い上げ金額ごとに、
店舗にて駐車サービス券を発行します。

〈 アークヒルズ 〉
南北線・銀座線「溜池山王駅」13 出口徒歩 1 分
南北線「六本木一丁目駅」3 出口徒歩 1 分

roberto cavalli

DEAN & DELUCA

ヴァレンティノ

ブランドのヘリテージを尊重しながら
も、自由に、そしてモダンに進化を遂げ
た roberto cavalli by Peter Dundas。六
本木ヒルズのポップアップショップで
は、国内ではここだけのメンズアイテム
やジムウェアをご覧いただけるほか、レ
ディースコレクションのフルラインアッ
プを展開いたします ●場所：ヒルサイ
ド 2F ●時間：11：00 〜 21：00 ●問：
03-3405-5415

食のセレクトショップ「DEAN & DELUCA」
のカフェ。厳選した豆を使用しバリスタ
が丁寧に淹れるコーヒーや、旬のフルー
ツを使用したジュースなどさまざまなメ
ニューをご用意。サンドウィッチやマフィ
ン、スコーン、ランチタイムにおすすめ
のデリなどバラエティ豊かな食が楽しめ
ます ●場所：アーク森ビル 1F ●時間：
平 日 7：00 〜 22：00、 土 日 祝 8：00 〜
21：00 ●問：03-5545-3025

1959 年創業のイタリアを代表するラグ
ジュアリーブランド。クリエイティブ
ディレクターの独創的な世界観、美しい
シルエットが世界中のセレブリティを魅
了しています。ウィメンズウェア、アク
セサリーのほか、メンズコレクションな
どすべてのカテゴリーをラインナップ
いたします ●場所：表参道ヒルズ本館
1F、2F ● 時 間：11：00 〜 21：00（ 日
曜〜 20：00）●問：03-6384-3512

都営 01 系統（渋谷⇔新橋）
「赤坂アークヒルズ前」下車

〈 愛宕グリーンヒルズ 〉
地下鉄三田線「御成門駅」A5 出口徒歩 3 分
日比谷線「神谷町駅」3 出口徒歩 4 分

〈 虎ノ門ヒルズ 〉
銀座線「虎ノ門駅」2 出口徒歩 5 分
日比谷線「神谷町駅」4a 出口徒歩 6 分
丸ノ内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関駅」A12 出口徒歩 8 分
三田線「内幸町駅」A3 出口徒歩 8 分
JR 東海道線・京浜東北線・山手線・
横須賀線「新橋駅」烏森出口徒歩 11 分

発行／森ビル株式会社 東京都港区六本木 6-10-1 Cooperation：CONDÉ NAST STUDIO Editor in Chief：Naoya Sasaki Art Director：QULLO & CO.
広告に関するお問い合わせ 六本木ヒルズ スポンサードメディア事務局 TEL：03-6406-6412 ／ FAX：03-6406-6414 ※掲載の情報は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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21 サービスアパートメント

の家の鍵
行き届いたサービスとともに暮らす
家具付きレジデンス

左／マスターベッドルームは広々としたバルコニー付き。右／マスターベッドルームのクローゼット。さらにチェストや戸棚など、季節の衣類を収めるのに十分な収納スペースが備わる。

見晴らしのいいバルコニーで風を
感じながら、グラス片手にひと休
み。目の前に広がる緑は、愛宕神
社の杜。その向こうに都会のパノ
ラマが広がる。視界を遮る建物が
ないので、開放感は抜群。

ATAGO GREEN HILLS
FOREST TOWER
愛宕グリーンヒルズフォレストタワー
所在地：東京都港区愛宕 2 丁
目 3-1 ／アクセス：御成門駅
徒歩約 4 分［地下鉄三田線］、
神谷町駅 徒歩約 5 分［地下
鉄日比谷線］、虎ノ門駅 徒歩
約 10 分［地下鉄銀座線］

さらに 3 棟のサービスアパートメントを用意
・六本木ヒルズレジデンス D
東京都港区六本木 6 丁目 12-4

心身共にリラックスできる上質な居住空間と、高

６年前から湘南で平屋暮らしをしているというキキ

くり食べている人もいれば、サッとコーヒーだけ飲

級ホテルのようなきめ細かなサービスを提供する

さんは、都心のレジデンスでどのような１日を過ご

んでいく人もいる。それぞれのライフスタイルに応

MORI LIVING のサービスアパートメント。生活に

したのだろうか。

じた使い方ができるのがいいと思いました」。

必要な家具や家電、キッチン用品などが完備されて
おり、身軽に

鞄ひとつ

で新生活をスタートでき

りだったカフェに行き、ゆっくりコーヒーを飲んで
きました。周辺を散策して気づいたのですが、こ

パートメントに、少しだけ未練を残してチェックア

高い六本木・愛宕・永田町エリアに４棟を展開。東

の界隈は都心とは思えないほど緑が豊かだったん

ウトの時を迎えたキキさんは、もしまたここに滞在

京への長期出張・赴任時の滞在先として利用される

ですね」。夕方は一旦部屋に戻り、しばらくパソコ

することになったら、お気に入りのフレグランスや

ほか、海外や地方に生活拠点を置くビジネスマンの

ンに向かってから 42 階の「グリーンヒルズスパ」

テーブルクロスなどを持ち込むと、さらに居心地の

セカンドハウスや、自宅を建て替える際の仮住まい

へ。最近はもっぱら海辺を走るだけだったというキ

いい

としてのニーズも高い。４棟とも１カ月から利用が

キさんにとって、ここでの運動はいいリフレッシュ

る。
「よりリラックスできる環境を整えて、エッセ

可能で、賃料には水道光熱費、週２回のハウスキー

になったようだ。
「窓越しに見える景色が素晴らし

イを書いたり、料理をしたりしたいです。せっかく

ピング、朝食、都内に５つある会員制スパ施設「ヒ

く、スパ全体が静かで落ち着いた雰囲気なのも気に

広いキッチンがあるので、友人を招いて、本格的な

ルズスパ」の利用料が含まれる。万全のセキュリィ

入りました」。夜にはご主人が合流し、スパに併設

料理にも挑戦したいと思います」
。

体制に加え、バイリンガル対応のフロントスタッフ

のラウンジでディナーを取ることに。
「メインに肉

が入居者の生活をあらゆる角度からサポートするの

料理を選びましたが、野菜もふんだんに盛り込まれ

で、チェックインしたその日から、住み慣れた自宅

ていたので、お腹いっぱい食べても罪悪感を感じま

にいるのと変わらない、安全で快適な生活を送るこ

せんでした ( 笑 )。 スパに併設されているだけあっ

とができる。

て、健康面にも配慮してメニューを考えているんで

「サービスも付随するレジデンスに滞在するのは

すね」。ラウンジはいい意味でこぢんまりとしてい

初めてだったんです。ホテルステイや、海外の家具

て、自宅のリビングの延長上にある印象を受けたと

を実感。快適かつ機能的なサービスア

我が家

になりそうと、イメージを膨らませ

振り返る。キキさんは泳いだ後だったこともあり、

ました」。笑顔でそう話すのは、今回、愛宕グリー

・プルデンシャルタワーレジデンス

ンヒルズフォレストタワー内のサービスアパートメ

要がなく、リラックスして食事ができてよかった」

ントで１泊２日の滞在体験をしたモデルのキキさん。

と話す。「朝食もここでいただいたのですが、ゆっ

お問い合わせ：森ビル株式会社 住宅事業部
電話：0120-52-1806 www.moriliving.com

くつろぎ

「ホテルのダイニングと違ってドレスアップする必

東京都港区六本木 1 丁目 3- 39 〜 40
東京都千代田区永田町 2 丁目 13 -14

今回は初めての滞在だったにもかかわらず、終始

ると評判だ。現在はビジネスの拠点として利便性が

付きアパートでの滞在とはまったく違う体験ができ

・アークタワーズ

「１日目の午後は散歩がてら、以前からお気に入

充実したキッチン設備は、料理を楽しむのに申し分ない。

MORI LIVING のサービスアパートメントを選ぶ、 5 つのポイント

ダイニングテーブルでノートパソ
コンを広げ、原稿を書くキキさん。
室内にいると、外からの音はまっ
たくといっていいほど聞こえてこ
ない。この静かな環境は、執筆活
動を行うにはうってつけ。

フロントサービス

ハウスキーピング

バイリンガルのフロントスタッフが
24 時間、万全の体制で入居者の日
常をサポート。ホスピタリティに満
ちたサービスを提供する。

ハウスキーピングサービスは週に２
回。専門のスタッフが全室のクリー
ニング、リネン交換などを行い、清
潔で快適な住環境を整える。

ヒルズスパ
入居者は５つの会員制スパを自由に
利用可能。地上 140m に位置する「グ
リーンヒルズスパ」では都会の絶景
を楽しみながらトレーニングできる。

ラウンジ
朝食ビュッフェの会場にもなる「グ
リーンヒルズスパ」のラウンジ。専
属シェフが旬の食材を用いて作る料
理を、景色とともに楽しめる。

ルームサービス
愛宕フォレストタワー、アークタワ
ーズではルームサービスも提供。昼
食からディナーまで本格的な料理を
選べ、来客時などにも便利。
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La Brianza

ラ ブリアンツァ

●場所：東京都港区六本木 6-12-3 六本木ヒル
ズ 六本木けやき坂通り 3F ●営業時間：11：
30 〜15：30（L.O.14：30）
／17：30 〜 23：30
（L.O.22：00）
、 不 定 休 ● 問：03-6804-5719
●ランチ：シェフのお薦めコース 4,800 円ほ
か、ディナー：6,800 円ほかコースは４種類

With

THE COMFORTS OF HOME
最高の旬の食材から生み出される 奥野流 イタリアン
ミシュランビブグルマンに３年連続で紹介された、麻布十番の人気店が六本木ヒルズけやき坂通りに移転オープ
ン！ いま最も勢いに乗る人気シェフとそのインスピレーションに富んだドラマチックな皿に会いに出かけよう！

リグーリアの詰め物入りパスタ「パ
ンソッティ」。中はストラッキーノ
チーズでソースはジェノベーゼ。

「小鴨のブラーチェ」
。しっとりと焼
き上げたフランス産の小鴨を塩、胡
椒、レモンでシンプルに味わう。

その日の鮮魚で仕立てる「カルパッ
チョ」。写真は長崎産ヒラマサでゆ
ずのエスプーマなどを添えて。

Today s, Special
各地から届くフレッシュな食材をおしみなく

麻布十番でメキメキと評判をあげ、連日賑わう人

「自分が本当に美味しいと思うものを出していきた

気店となった「リストランテ ラ ブリアンツァ」
。こ

い」と語る奥野シェフ。最高の食材を仕入れ、その

の度、奥野義幸シェフ率いるその本店が六本木ヒル

魅力を最大限に引き出すことが料理人の醍醐味であ

ズにやって来た！ 場所は六本木ヒルズレジデンス

り、ミッションという。実家は和歌山の料亭とあって、

３階。デッキに面した開放的なロケーションは、今

小さな頃から魚に親しんできた。その経験から魚の

までの閑静な環境と一変。デッキを利用する人たち

目ききには絶対の自信がある。魚介類は和歌山、愛

に向けたテイクアウトメニューも思案中というから、

媛、長崎の市場から直送しており、築地にはあがら

ラ ブリアンツァの新しいチャレンジに期待は高まる

ない地魚や甲殻類を使うことも珍しくない。

ばかり。

「季節をまっさきに感じるのは、毎朝、食材の箱を

奥野シェフと言えば人気グルメ番組を始め、メ

開けた瞬間です。最高の食材が届いた時、どうやっ

ディアでも多く活躍するスターシェフの一人。フレ

てみなさんに食べてもらおうか、それを考えるのが

ンドリーで会話好きな人柄から、ゲストには オッ

何よりの楽しみですよ」とにっこり。

クン

の愛称で親しまれている。アットホームな空

明るいブルーと白のコントラストが美しい新店舗

気感からゲスト同士もすぐに親しくなるそうで、地

はラグジュアリーな空間。ゆったりしたソファーの

元コミュニティの場としても愛されている。
食材は日本各地、世界各地からやって来る。丸々と太った
見事なクエはこの日の朝に長崎から届いたばかり。魚介は
シェフの出身地である和歌山を始め、愛媛や長崎の市場か
ら直送されるものが中心。フレッシュなアーティチョーク
や有機野菜は信頼関係のある 3 つの農園で育てられてい
る。肉付きのいい鳩はイタリア産だ。ジビエや家禽は国産、
ヨーロッパ産を問わず、上質なものを探して求めている。

奥野シェフのシグネチャー「トリュ
フのオーブン焼き」
。ホワイトグラ
タンの上にトリュフがどっさり。

そんなラ ブリアンツァの料理は、奥野シェフがイ

テーブル席や個室、一人で利用できるカウンターが
あり、使い勝手はゲスト次第。お薦めのコースは麻

タリア修業時代に学んだレシピと哲学を、
自身のフィ

布十番時代と変わらない 6,800 円、ア・ラ・カルト

ルターを通して 今

もあり、コストパフォーマンスの良さも健在だ。

食べて欲しいスタイルに変換

させたものだ。例えば、地中海沿岸リグーリアのク

かしこまらない料理とフレンドリーな雰囲気で、

ラシックなパスタ「パンソッティ」
。こちらは、生地

オープン早々にもかかわらず週に何度も通うファン

の粉の配合や厚みを変えることによってより軽やか

もすでにいるとか。最強のリピート・レストランの

に生まれ変わっていた。

快進撃はこの街でも新たな伝説を生み出しそうだ。

船をイメージしたという店内は地中海を連想させるきれいなブルーが基調で、壁にはモダンアートが掛けられている。

Owner-Chef

YOSHIYUKI OKUNO
奥野義幸シェフ 和歌山県にある料亭が
実家という恵まれた環境で育ち、子供時
代から上質な食材に親しんできた。アメ
リカの大学を卒業後、都内のイタリア料
理店を経てイタリアへ。イタリア各地で
料理を学び、ミシュラン１つ星や２つ星
のレストランなど８店舗で腕を磨く。修
業時代を過ごしたイタリア北部のピエモ
ンテやリグーリアの料理を得意とし、現
在は３店舗のオーナーシェフを務める。

text_Jun Okamoto

photo_Takahiro Imashimizu
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ステムを作り上げることができました。

ことですが、その専門家で＜アプライド・ウェイファ

̶̶ロンドンは通りに名前があるので、日本に比べ

インディング＞を主宰するお二人。ロンドンの街頭

て地図で住所を探しやすいのでは？

に設置された標識システム「レジブル（読みやすい）

F

・ロンドン」を開発された経緯をお聞かせください。

それに代わって頭に入りやすいのは目立った建物な

道の名前というのは案外覚えられないもので、

ティム・フェンドリー（以下Ｆ）始まりは 10 年ほ

どのランドマークです。これらは立体的なイラスト

ど前に遡ります。ロンドンには世界中から年間約

で地図に入れています。徒歩５分圏を円で囲んだ狭

2,700 万人が訪れ、交通渋滞も深刻です。ならば歩

域地図と、徒歩 15 分圏を円で囲んだ中域地図の二

行者フレンドリーであるかといえば、実際には中

つを表示し、通りのインデックスや近くの主要施設

心エリアだけでも 32 種類の標識や地図がある上に、

への所要時間のリストも付けました。

45％もの人が地下鉄路線図を頼りに街をナビゲート

S これを見て、なーんだ こんなに近かったんだ！

していたんです。そこでわかりやすい歩行者用道案

というユリイカ的発見をする人も多いんですよ。つ

主要建物が立体なイラストなので視覚的に記臆しやすい。

内システムの必要性を強く感じました。

いでに大英博物館にも寄っていこうといった具合に、

リチャード・シモン（以下Ｓ）調査してみると人々

ロンドンをより楽しんでもらうことも目的です。

の移動の 55％は１マイル以下。つまり徒歩にして

̶̶その他の工夫は？

̶̶東京でも導入できるでしょうか？

15 分以内です。つい地下鉄などに乗ってしまいます

F

F

が、運行所要時間が３分でも、駅構内を歩く時間や

見ているので地図も上方が南です。裏側に立てば北

この形式（写真下）の場合、今、南に向かって

が、基本システムは同じです。
もちろん！ バンクーバーやリオデジャネイロ、

ソウルなど、世界各都市からも依頼があり、同様の

待ち時間を入れると実際には 12.5 分かかります。こ

に向かっているので、上方が北。つまり表と裏とで

システムが導入されています。東京は外国人にはと

れなら歩いた方が早いですよね。

地図が 180 度回転しています。立った位置を中心に

くにナビゲートしにくい街ですからね。六本木ヒル

̶̶こうしたデータを元に行政に陳情したと。

した案内地図ですね。 色はイエローとクロで統一し

ズは見つけられても、そこからどうやって秋葉原に

S

ええ、２年以上かかりましたが。ちょうどオリ

て、バス停、レンタル自転車、駅などの標識にも同

行ったらいいのか。結局タクシーに乗っちゃいまし

ンピックを控えていたので、世界一歩行者がナビゲ

じシステムが導入されつつあります。各行政区でも

たよ。今はスマホを手に歩く人も多いし、私たちも

ートしやすい街にしよう！となって、交通局や市長

このシステムを使えばロンドン市が資金援助をする

アプリを開発中なのですが、スマホを見ながらだと

などのバックアップを得ることができました。

方針なので、少しずつ拡大中です。現在、この道案

街の魅力に気付きにくい面もありますからね。

F

内標識だけでも約 1,600 箇所に設置されています。

S

̶̶オリンピック会場周辺の案内図は？

は、１ポンドの投資に対して７ポンドと算出されて

リサーチや陳情は困難でしたが、デザイン作業

自体はスムーズでした。 実物大のプロトタイプを
作って街角に立ち、通行人の反応を確認しながら、

S

300 回近く改善を重ねています。ほぼ妥協のないシ

のテーマ色と統一して、ピンクを基調にしています

そちらはオリンピックのロゴなどグラフィック

ロンドンでこの標識システム導入した経済効果

います。歩くことは環境にも健康にも良いだけでな
く、街自体の活性化にもつながるんですよ。

歩行者専用の標識が、街を活性化する。
text_Megumi Yamashita

photo_Haruko Tomioka

14
お話を伺いました

Applied Wayfindingの

リチャード・シモンさん
プランニング・ディレクター

ティム・フェンドリーさん
クリエイティブ・ディレクター

道案内のエキスパート、リチャード（左）
とティム（右）
。撮影中も絶え間なくやっ
てくる標識利用者に的確な道案内を指南す
る。同様のシステムを世界各都市に普及さ
せていることが認められて、女王陛下より
エンタープライズ賞を授与されたばかり。
www.appliedwayﬁnding.com
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̶̶建築ビエンナーレが開催中のヴェネチアにて、
パラッツォの一室の窓際に設置された養蜂箱を使っ
て、何を研究されているのでしょうか？

ケヴィン・スラヴィン さん

ケヴィン・スラヴィン（以下Ｓ）10 年ほど前はラジ

M I Tメディアラボ助教

オ波や無線 LAN など、不可視の情報システムを目

美大で彫刻を学んだ後、広告会社
を経てゲーム会社設立。GPS を
使ったゲーム開発を通じて不可視
のものに興味を持つ。現代はアル
ゴリズムに基づくコンピュータプ
ログラムによって形成されている
とし、遊び心ある研究を続ける。

に見える形にすることを考えていました。そのうち
に、同じく目に見えないものとして、微生物の存在
に興味を持つようになったんです。
̶̶このところ腸内フローラ（微生物群）が健康を
左右するというような話を耳にします。
Ｓ ええ。人によって腸内の微生物が異なるように、
析すれば、その場所の特徴などがわかると思ったん
です。では、具体的にどうやってその場固有の微生

o

int

Sh

oto

ph

場所によって微生物の分布は異なるはず。それを分

hi

es

k
_Ta

PROJECT

物サンプルを採取したらいいのか？ これまでにも同

MIT Media Lab Venice Biennale 2016

様の研究は行われていて、下水やエアコンのフィル
ターからサンプルを採ったり。コーネル大学でも地
下鉄から採ったサンプルで研究している人がいます。

Holobiont Venice

̶̶人手も時間もかかりそうな作業ですね。

ホロバイオント・ヴェニス

Ｓ そうなんです。それである時ミツバチを使って
データを集めることを思いついたんです。ブルック
リンでハチミツが赤くなる事件がありました。追求
した結果、ミツバチが砂糖漬けチェリー工場の赤い
シロップを採集していたとわかった。これだ！って
思いました。ミツバチは飼育しやすく、活動範囲も
一定。都市部でも問題ないので最適です。それで実
際にミツバチを使って調べてみると、蜜ではなくフ

人も街も、個体ではなく、それを
取り巻く微生物を含めた「ホロバ
イオント」という単位で構成され
るという仮説をもとに、ミツバチ
を使って街の微生物を収集分析す
るプロジェクト。ブルックリン、
シドニーに続き、建築ビエンナー
レの開催に合わせてヴェネチアに
養蜂箱を設置してデータを収集中。

ミツバチが可視化する、
知られざる都市の姿。
「未来の都市のあり方」をめぐって M I Tメディアラボと森ビルが共同で

進める研究のひとつ、ケヴィン・スラヴィン助教のプロジェクトが現在
開催中のヴェネチア・ビエナーレに参加。現地で研究の現状を聞いた。

ンやカスから豊富な微生物サンプルが採集できると
わかりました。それで殺菌したカートリッジを入れ、
人が直接触れずに回収できる養蜂箱を作りました。
̶̶それがこの養蜂箱ですね。
Ｓ ええ。最初はブルックリンに４つ置き、冬期は
ハチが活動しないので、南半球のシドニーに設置し

【 将来の展開 】

ました。ヴェネチアは３カ所目です。水上都市のヴェ

PROJECT PLAN

ネチアは緑が少ないので、どうかなと思いましたが、
ハチが元気に出入りしているでしょ？ 近所の住人も

将来的には「住んでいるだけで健康
的になる住宅」や「効率的に仕事が
できるオフィス」など微生物環境が
整った都市の可能性を探っていく。

興味津々で、難しい研究はさておき、都会でも養蜂
をする人が増え、そのために草花を育てる人が増え
るといいですしね。実際、都会の方が農薬などを使
用しないし、植物の種類も豊富なので養蜂に向いて
います。ドイツではハチのバカンスとして、受粉時
期の前後にハチを農村部から都会に一時移動させる
そうです。解毒させると言いますか。
̶̶採集したデータから何か見えてきましたか？
Ｓ

街によって微生物の分布が違うことははっきり

証明されました。例えばヴェネチアでは腐食した木
に付く微生物が多い。また、養蜂箱によっても異な
り、その場特有の微生物群が見えてきました。微生
物は温度によって活動が左右されます。そこで、ブ
ルックリンとシドニー、ヴェネチアに設置したサー
モグラフィカメラからの映像も展示しています。映
像でうごめいて見えるのは、人や動物、車などです
が、もし、微生物が見えるのなら、こんな感じにな
るというインスタレーションです。顕微鏡でしか見
えない世界ですが、実際にはおびただしい数の微生
物がうごめいて何かをしていると。
̶̶なるほど。次は東京の都心に養蜂箱を置く計画
だそうですね。
S

はい。森ビルとの共同プロジェクトです。六本

木ヒルズの屋上庭園に田んぼがあるなど、意外にも
都心には緑が多いのでミツバチが元気に集めてくれ

【 データ表現 】

るでしょう。秋葉原と新宿の違いがどうかなど興味

DATA
VISUALIZATION

津々です。微生物と人の関係はわかり始めたばかり
で、この研究もまだごく初期段階です。例えば、事
故率や幸福度と微生物の分布が関係しているといっ

採 集した蜜や収 集物のサンプ ル
DNA 解析のデータをもとに NY の
パーソンズスクール・オブ・デザイ
ンと共同でデータ表現をしている。

た仮説も立てています。
̶̶ついでにハチミツも採れますね。
S

そうですね。ミツバチにはいつものように活動

してもらうだけですから。今回のタイトルにある「ホ
ロバイオント」とは、元は珊瑚の生態に使われる用
語で、生物組織の単位を表す言葉です。つまり、人
をはじめ、これまで個体とされてきたものは、宿主
と微生物の共生で構成されるホロバイオントである、
と。それと同じことが、街や都市にも当てはまると
いうのが、この研究のテーマなのです。

text_Megumi Yamashita
photo courtesy of MIT Media Lab

Venice Biennale

ヴェニス・ビエンナーレ

イタリアの島都市ヴェニスに 1895 年に創設された２年
に一度の国際芸術展。1980 年から美術展がない年に建
築展が始まる。今年はアレハンドロ・アラヴェナをディ
レクターに「最前線からのレポート」がテーマ。難民、
住宅不足など各国が抱える問題と取り組みが展示に。参
加 63 か国中、日本館は特別賞受賞。11 月 27 日まで。
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ROUTE 14

表参道ヒルズ

HILLS AREA WALKING GUIDE

六本木ヒルズ

photo,text ＆ edit_ Akiko Wakana

アークヒルズ（赤坂）

STEPS

ound
ar

虎ノ門ヒルズ

HILLS

歩けば 近いヒルズとヒルズ

AKASAKA
ARKHILLS

港区を中心に点在するいくつものヒルズ。表参道、六本
木、赤坂、虎ノ門と離れて建つ印象ですが、歩いてみると、
案外近いヒルズとヒルズなのです。地下鉄で行けば乗り
換えが煩雑、車で行けば渋滞につかまることも。ときには
歩いて、都心ならではの風景を楽しみませんか。ついで
にカロリーも消費して、一石二鳥のヒルズめぐりを。

ROUTE

A

B

OMOTESANDO
HILLS
D

F
E

C

TORANOMON
HILLS

ROPPONGI
HILLS
歩いて消費！今日のカロリー
消費カロリーを、生ビール中ジョッキ (140kcal）、ラーメン（443kcal）、ショ
ートケーキ（292kcal）に換算すると、どのくらいの消費量かを示しています。
＊数字は目安です

ROUTE AND STEPS

表 参 道ヒルズ

虎ノ門ヒルズ

CALORIES

219
kcal

1.5 杯 1/2 杯 3/4 個

表 参 道ヒルズ

アークヒルズ（ 赤 坂 ）

158
kcal

1.1 杯 3/8 杯 1/2 個

虎ノ門ヒルズ

六 本 木ヒルズ

117
kcal

5/6 杯 1/4 杯 2/5 個

表 参 道ヒルズ

六 本 木ヒルズ

109
kcal

4/5 杯 1/4 杯 1/3 個

六 本 木ヒルズ

アークヒルズ（ 赤 坂 ）

55
kcal

2/5 杯 1/8 杯 1/5 個

アークヒルズ（ 赤 坂 ）

虎ノ門ヒルズ

52
kcal

3/8 杯 1/8 杯 1/5 個

DESCRIPTION

表参道 E 青山通り E 赤坂見附 E 外堀通り E 新虎通り
表参道から虎ノ門へは距離があるので、大通り沿いに行
くのがわかりやすく近道です。途中、神宮外苑、赤坂御
所の緑や青山通りのプラタナスの街路樹が楽しめるのも
嬉しいところ。外堀通りの特許庁の先で広々とした新虎
通りに入れば、虎ノ門ヒルズは目の前です。

表参道 E 青山霊園 E 乃木坂 E 六本木駅 E 六本木通り
青山霊園までは D と同じ。乃木坂トンネルの外側を行き
乃木坂に出て、東京ミッドタウン前を通れば六本木駅は
すぐ。ここからは E と同じ。より静かな道を選ぶならミッ
ドタウン前から檜町公園、氷川神社、南部坂と辿っても。
アークヒルズでは月に一度日曜に赤坂蚤の市も開催。

桜田通り E 飯倉交差点 E 外苑東通り E 六本木通り
虎ノ門から神谷町にかけては、ビル街に老舗の琵琶店、
刀剣店、蕎麦店などがあり、寄り道しながら歩けます。
オランダヒルズの前を通り、坂道を上がった飯倉交差点
では東京タワーが至近距離に。トチノキ茂るロシア大使
館前を通れば六本木ヒルズが見えてきます。

表参道 E 根津美術館前 E 青山霊園 E 六本木トンネル
表参道から六本木へは道もわかりやすく、景色もよく、
青山霊園の緑もあって、散歩におすすめ。ルート上には
根津美術館、国立新美術館、そして六本木ヒルズには森
美術館もあり、美術館めぐりも魅力のひとつ。乃木坂ト
ンネルの前で歩道橋を下りるのをお忘れなく。

六本木通り E 六本木２丁目交差点
六本木から赤坂へは、地下鉄で行こうとすると不便です
が、歩けば直線距離にして 1.4㎞ほど、20 分ほどで歩
けてしまいます。ルートも六本木通りを西へまっすぐ。
首都高速の谷町ジャンクションの先で歩道橋を上がれば、
そのままアークヒルズへアクセスできます。

さくら坂通り E 江戸見坂 E 虎ノ門３丁目交差点
アークヒルズのある一帯は、各国大使館や教会、ホテル
オークラなどが建ち並ぶ、静かで落ち着いた緑あふれる
エリア。散歩に最適です。虎ノ門ヒルズへは、さくら坂
通りから江戸見坂でぐっと下って、国道１号線を渡れば
もう到着。あっという間の道のりです。

VIEW

